
１７０７７ ７月７日 曇 良 （１９阪神３）第７日 第５競走 ��
��１，４００�サラブレッド系２歳

発走１２時３０分 （芝・右）

新馬；負担重量は，馬齢重量
本 賞 ７，０００，０００円 ２，８００，０００円 １，８００，０００円 １，１００，０００円 ７００，０００円� コースレコード

中央レコード

１：２１．１
１：２０．３

稍重

良

４７ � バーキングウルフ 牡２鹿 ５４ 武 豊山本 英俊氏 安田 隆行 愛 Duncan A.
McGregor ４７８ ―１：２３．０ ４．０�

７１３� オースミマーシャル 牡２鹿 ５４ 芹沢 純一�オースミ 中尾 正 白老（有）社台コーポレー
ション白老ファーム ４４０ ―１：２３．１クビ ２．９�

１１ ロードバリオス 牡２青 ５４ 小坂 忠士 �ロードホースクラブ 藤原 英昭 三石 ケイアイファーム ４３０ ― 〃 アタマ ８．６�
８１７� コ ア マ ン 牡２鹿 ５４ 佐藤 哲三山上 和良氏 坂口 正則 浦河 桑田フアーム ４８０ ―１：２３．５２� ６１．１�
８１８	 ダンツエスエスティ 牡２黒鹿５４ 和田 竜二山元 哲二氏 山内 研二 早来 ノーザンファーム ４４８ ―１：２３．８１
 ６３．５�
６１１ メイショウラダック 牡２栗 ５４ 石橋 守松本 好雄氏 飯田 明弘 浦河 高昭牧場 ４５４ ―１：２４．０１� １８．６�
５９ 	 エーティードン 牡２鹿 ５４

５１ ▲田中 健荒木 徹氏 木原 一良 門別 法理牧場 ４６８ ― 〃 クビ ３６．４	
１２ � フロイラインローゼ 牝２鹿 ５４ 下原 理 
サンデーレーシング 宮本 博 早来 ノーザンファーム ４２２ ―１：２４．１クビ ５１．２�

（兵庫）

６１２ コスモランゲル 牝２鹿 ５４ 上野 翔 
ビッグレッドファーム 目野 哲也 新冠 ビッグレッドファーム ４０８ ―１：２４．３１� １３０．９�
５１０� ボナジョルナータ 牝２青 ５４ 渡辺 薫彦遠藤 喜松氏 梅田 智之 静内 田原橋本牧場 ４４６ ―１：２４．５１ １８２．９
２３ �	 ジャングルゼット 牡２鹿 ５４ 池添 謙一
フォーレスト 池添 兼雄 門別 日高大洋牧場 ４９４ ―１：２４．６� ６．６�
４８ 	 ダイナミックスター 牡２鹿 ５４ 川田 将雅西村新一郎氏 湯窪 幸雄 平取 黒川 賢司 ４７４ ― 〃 同着 ３７．７�
２４ マイネルインゼル 牡２栗 ５４

５１ ▲藤岡 康太 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 宮 徹 新冠 コスモヴューファーム ４４２ ― 〃 ハナ ６．４�

７１５ マイネルピリアー 牡２黒鹿５４ 幸 英明 �サラブレッドクラブ
・ラフィアン 羽月 友彦 新冠 ビッグレッドファーム ４４４ ―１：２４．８１� ３７．９�

３６ � アイアングリーン 牡２鹿 ５４ 上村 洋行池上 一馬氏 橋口弘次郎 早来 ノーザンファーム ４８４ ―１：２５．０１� ４６．７�
３５ � キ ア ー ロ 牝２栗 ５４ 小牧 太 �ローレルレーシング 佐山 優 新冠 大栄牧場 ４３２ ―１：２５．２１� ６６．２�
７１４ クラクエンメロディ 牝２鹿 ５４ 川島 信二熊田 晋作氏 作田 誠二 登別 青藍牧場 ４０４ ―１：２５．４１� １９６．７�
８１６ ザドリームフラット 牡２栗 ５４ 小林慎一郎平本 敏夫氏 矢作 芳人 三石 斉藤 正男 ４５４ ―１：２５．６１� ３０８．０�

（１８頭）

売 得 金

単勝： ２１，８０９，８００円 複勝： ２０，０１８，４００円 枠連： ２４，１４７，３００円

普通馬連： ６８，３６４，６００円 馬単： ６２，７０３，９００円 ワイド【拡大馬連】： １８，４１９，９００円

３連複： ９５，１５１，２００円 ３連単： 発売なし 計： ３１０，６１５，１００円

払 戻 金

単 勝 � ４００円 複 勝 � １７０円 � １６０円 � ２１０円 枠 連（４－７） ９１０円

普通馬連 �� １，３４０円 馬 単 �� ２，４８０円

ワ イ ド
【拡大馬連】�� ５２０円 �� ６６０円 �� ６２０円

３ 連 複 ��� ２，７５０円 ３ 連 単 発売なし

票 数

単勝票数 計 ２１８０９８ 的中 � ４３３４５（２番人気）
複勝票数 計 ２００１８４ 的中 � ３１８８９（２番人気）� ３５１１５（１番人気）� ２３８６９（５番人気）
枠連票数 計 ２４１４７３ 的中 （４－７） １９６４６（４番人気）
普通馬連票数 計 ６８３６４６ 的中 �� ３７７７５（４番人気）
馬単票数 計 ６２７０３９ 的中 �� １８６７３（４番人気）
ワイド【拡大馬連】票数 計 １８４１９９ 的中 �� ９０２４（３番人気）�� ６８６０（８番人気）�� ７３２４（６番人気）
３連複票数 計 ９５１５１２ 的中 ��� ２５５７１（６番人気）

ハロンタイム １２．３―１１．０―１１．５―１２．０―１１．９―１１．７―１２．６

通過タイム
２００� ４００� ６００� ８００� １，０００� １，２００�
１２．３―２３．３―３４．８―４６．８―５８．７―１：１０．４

コーナー
通過順位

「通過コーナー順 ３→４」 上り４F４８．２―３F３６．２
３ ・（１，１１）１３，３（７，８，１８）（４，１５，１７，１２）（１０，６，９）１６，１４，２，５ ４ ・（１，１１）１３（３，１８，１２）（７，８，１７，９）（４，１５）（１０，６）（１４，１６）２－５

勝馬の
紹 介

�バーキングウルフ �
�
父 Hawk Wing �

�
母父 Wolfhound 初出走

２００５．４．４生 牡２鹿 母 Forest Call 母母 Balnaha １戦１勝 賞金 ７，０００，０００円
※出馬投票締切りの結果，一般事項Ⅴ－２により以下の６頭が出走できる馬とならなかった。
（非当選馬） ６頭 アミーゴシチー号・エーシンハウジンク号・シアトルシーフェア号・シゲルクシエラ号・タペストリー号・

リュウシンガール号
※騎手名の下の（ ）内には，主として騎乗中の施行団体名を表示している。


